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ABSTRACT 

This study clarifies the local history and is intended to make the document of cultural heritage 

studies. This report is a part of the general academic investigation of the Cave Environmental Net 

Society which went in "the Ｋａｍａｙａｍａ Shrine" which is Wakayama-City, WAKAYAMA, an area of 

ancient Kiino-Kuni. About shrine environment, the writer analyzed data by a scientific 

management method.  Worshipped God is Hikoituse-ｎo-Mikoto. Shrine Foundation is Unidentified 

On left side: In brother God of Hikoituse-no-Mikoto, Inahi-no-Mikoto is second child. Mikeirinu-

no-Mikoto is the third child. Kamuyamatoiwarehiko-no-Mikoto· Emperor Jifu first generation is the 

youngest brother (fourth child). Right armpit: It is an entity that served in Zinmu-Tousei. 

➀Takakurazi- ｎ o-Mikoto 。②Umashimade- ｎ o-Mikoto, ③Amenohigatakushibigata- ｎ o-Mikoto,④

Amenotaneko-ｎo-Mikoto,⑤Amenotomi-ｎo-Mikoto,⑥Mitinoomi-ｎo-Mikoto,⑦Ookume-ｎo-Mikoto,⑨

Shiinetuhiko-ｎo-Mikoto and ⑩Yatagarasu-ｎo-Mikoto. 

Kamayama Shrine is Shikinaisha (small) and Betuhyou- Shrine, which was ranked by Kanpei-

Chuusha in 185 (185) and further promoted to Kanpei-Taisha in 1915. 

Special Occasion is Crime-Festival (February 11), Spring Festival (April 13), Yuutu-Festival (May 

8), Nagoshiooharaeshiki-Wakugurishinzi (June 30), Summer Festival (July 13), Manseitaihei-sai 

(15th August), Shiwasuooharaeshiki (31st December) 

 In Shrine Pavilions is The style of Honden is Kasuga-zukuri.The current shrine is the construction 

of Mokuzou-Hiwadabuki-Nagare-zukuri in 1945. The area of Honden, Heiden and Haiden are 39, 

6m2, 128.7 m2 and 133.6 m2 respectively. Keidai-sha is Goushi-Jinja, Musubi-Jinja, Koyasu-Jinja, 

Aoba-Jinja. The torii of 1 is Myōjin torii made of weathering steel plate. The torii of 2 is Myōjin 

torii made of reinforced concrete. Another name is Shinto and Buddhist priest ceremony road No. 

8 (Wakayama No. 8). 
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１.はじめに 
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本研究は、地域の歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている総合学術調査の

一部である。本稿の対象は、和歌山県和歌山市和田 438 にある竈山神社、古代の地域である。竈山神社の所

在地は、位置:北緯 34 度 12 分 3.69 秒、東経 135 度 12 分 16.01 秒 標高 5.7m である。 

 

神社創建は不詳である。社格等は式内社（小） 別表神社、明治 18（185）年、官幣中社に列せられ、大正 4

（1915）年、官幣大社に昇格される。主祭神は初代神武天皇の長兄にあたる彦五瀬命（ﾋｺｲﾂｾﾉﾐｺﾄ）である。 

   

2.イスラエルの聖地 

2-1.イスラエル 

「イスラエルの地（英語版）」を意味するエレツ・イスラエル（ישראל ארץ）は神がアブラハム、子のイサク、孫のヤコ

ブと与えることを約束した「約束の地」を意味する。現在のイスラエル国の領土よりも広い範囲であるが大イスラエ

ル主義者においては、これらの地域をイスラエルが支配すべき領域と見なす。第三次中東戦争において膨大な

地域を占領すると大イスラエル主義は大いに広まった。イツハク・ラビン暗殺の理由も、オスロ合意は約束の地を

売り渡す裏切り行為であると見られたからである。 

イスラエルの公用語:ヘブライ語、首都:エルサレム、最大の都市:テルアビブ、建国:1948 年、公用語とは、国、州

など、ある集団・共同体内の公の場において用いることを公式に規定した言語を指す。その集団が有する公的

機関には義務が課され、公的情報を発信する際等には公用語を用いなければならない。「公共言語」というよう

に間違えないよう注意。ある国において公用語として複数の言語が定められた場合には、その全ての言語を用

いて公的情報を国民へ伝えなければならない。従ってこの場合、国家（あるいは集団）の公的機関は、全ての公

用語を併記し通訳して伝えることになる。これによって、指定された複数の言語のうちどれか一つの言語だけを

理解する国民（や構成員）に対しても不利益を生じさせないという原則が守られる。 

  

2-2.ユダヤ人 

ユダヤ人（ヘブライ語、英語: Jews）は、ユダヤ教の信者（宗教集団）、あるいはユダヤ人を親に持つ者（血統）に

よって構成される宗教的民族集団である。ムスリムやクリスチャンと同じで、ユダヤ人という人種・血統的民族が有

る訳では無い。ヨーロッパでは 19 世紀中頃まで主として前者の捉え方がなされていたが、近代的国民国家が成

立してからは後者の捉え方が広まった。ハラーハーでは、ユダヤ人の母親から生まれた者、あるいは正式な手

続きを経てユダヤ教に入信した者がユダヤ人であると規定されている。現在の調査では、全世界に 1340 万を超

えるユダヤ人が存在する。民族独自の国家としてイスラエルがあるほか、各国に移民が生活している。ヘブライ

人やセム人と表記されることもある。 

ユダヤ人はディアスポラ以降、世界各地で共同体を形成し、固有の宗教や歴史を有する少数派のエスニック集

団として定着した。しかし、それらを総体的に歴史と文化を共有する一つの民族として分類することはできない。

言語の面をみても、イディッシュ語の話者もいればラディーノ語の話者もいる。歴史的にはユダヤ人とはユダヤ

教徒のことであったが、現状では国籍、言語、人種の枠を超えた、一つの尺度だけでは定義しえない文化的集

団としか言いようのないものとなっている。 

2-3.ヘブライ王国 

 その後ﾍﾌﾞﾗｲ人はそれぞれの族長に率いられて統一国家をつくることはなかった（族長時代）が、海の民の一
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派であるﾍﾟﾘｼﾃ人が現在のｶﾞｻﾞを中心とした東海岸に侵入してﾍﾌﾞﾗｲ人を圧迫するようになった。それに対抗す

るため、ﾍﾌﾞﾗｲｼﾞﾝの統一が進み、前 11 世紀末にｻｳﾙによって統一されてﾍﾌﾞﾗｲ王国が成立した。前１００３年に

第２代の王となったﾀﾞｳﾞｨﾃﾞがﾍﾟﾘｼﾃ人を破り、さらに周辺を征服した。ﾍﾌﾞﾗｲ王国は次のｿﾛﾓﾝ王の時に全盛期と

なり、王はｲｪﾙｻﾚﾑにﾔﾊｳｪ神殿を建設した。ｿﾛﾓﾝ王の死後、北のｲｽﾗｴﾙ王国と南のﾕﾀﾞ王国に分裂し、ｲｽﾗｴﾙ

王国はｱｯｼﾘｱに滅ぼされ、ﾕﾀﾞ王国は新ﾊﾞﾋﾞﾛﾆｱのﾈﾌﾞｶﾄﾞﾈｻﾞﾙ王によって前 586 年に征服され、ｲｪﾙｻﾚﾑは破

壊されて多くのﾍﾌﾞﾗｲ人がﾊﾞﾋﾞﾛﾝに連れ去られた（ﾊﾞﾋﾞﾛﾝ捕囚）。 

古代のﾍﾌﾞﾗｲ人の言葉がｶﾅﾝ語と混じり合った。ﾍﾌﾞﾗｲ語で書かれた最も著名な書物は｢ﾍﾌﾞﾗｲ語聖書｣（ｷﾘｽ

ﾄ教にとっての旧約聖書)である｡ｲｴｽはﾍﾌﾞﾗｲ語とともにｱﾗﾑ語を話したと考えられる。この二言語はきわめて近

縁であり、さらに長年の言語接触で一種の方言連続体を形成していたことから、この時代のﾕﾀﾞﾔ人は自然とｱﾗﾑ

語とﾍﾌﾞﾗｲ語のﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙとなっていたと推測されている。  

 

2-4.ヘブライ人・イスラエル人からユダヤ人へ 

 前 622 年のイスラエル王国の滅亡と、前５８６年のユダ王国の滅亡によって、ｲｽﾗｴﾙ 12 部族（ﾍﾌﾞﾗｲ人）のう

ち、ユダ族を中心とした旧ユダ王国の人々だけが民族として存続した。彼らはバビロン捕囚から解放された後、

国家の再建は出来なかったが、ｲｪﾙｻﾚﾑで神殿を再建し、ﾕﾀﾞﾔ教信仰によって結びつけられた民族意識を存

続させる。その結果、彼らは「ﾕﾀﾞﾔ人」と言われるようになった。 

 

2-5.ユダヤ教の成立 

 このバビロン捕囚は前５３８年にキュロス王が新バビロニアを滅ぼして解放されるまで続いた。このバビロン捕囚

の時期に、彼らは律法（トーラー）を守り、会堂（シナゴーグ）で集会を開いて、ヤハウェ神が救世主（メシア）を使

わして民族の苦難が救済されるというユダヤ教の信仰を形成するようになった。 

 

2-6.イスラエル人、ユダヤ人という呼称 

 彼らはﾍﾌﾞﾗｲ語を話し、民族宗教として一神教であるﾕﾀﾞﾔ教をつくりあげたが、民族名としては、自らは「ｲｽﾗｴ

ﾙ人」と呼んでおり、それは旧約聖書の中で神から与えられた名称である。ﾍﾌﾞﾗｲ人というのは、他民族が彼らを

そのように呼んだもので、特にｴｼﾞﾌﾟﾄで奴隷生活を送っている時代にﾍﾌﾞﾗｲ人と言われた。そして、後にその一

部族であったﾕﾀﾞが作ったﾕﾀﾞ王国が長く続いた後、新ﾊﾞﾋﾞﾛﾆｱに滅ぼされてﾊﾞﾋﾞﾛﾝ捕囚となったころから、ﾕﾀﾞﾔ

人と言われるようになった。 

 

2-7.旧約聖書でのヘブライ人 

 旧約聖書には、ﾍﾌﾞﾗｲ人の系統が詳しく述べられている。それによれば、ｾﾑの子ｴﾍﾞﾙの子孫のｱﾌﾞﾗﾊﾑがﾍﾌﾞ

ﾗｲ人の祖先とされる。その伝承によれば、ﾒｿﾎﾟﾀﾐｱ東南部のウルカラカナーン(ﾊﾟﾚｽﾁﾅ)のﾍﾌﾞﾛﾝに移住したとさ

れるが、それは事実とは考えられない。ﾍﾌﾞﾗｲ人は北西ｾﾑ語を話すが、ｳﾙのｶﾙﾃﾞｱ人は南東ﾊﾑ語で言語が違

う。ｶﾙﾃﾞｱ人は後に新ﾊﾞﾋﾞﾛﾆｱを建国し、ﾍﾌﾞﾗｲ人のﾊﾞﾋﾞﾛﾝ捕囚を行う民族なので、捕囚からの帰還の記憶がﾍ

ﾌﾞﾗｲ人の伝承に混入したのではないかと考えられる。おそらく彼らは、北西メソポタミアで遊牧生活を送りながら、

移動を繰り返していたものと思われ、自らはｲｽﾗｴﾙ人と称していくつかの部族（旧約聖書では 12 部族）を形成し

た。さらに伝承によれば彼らは飢饉から逃れるためｴｼﾞﾌﾟﾄに渡り、その地で奴隷としての苦しい境遇に置かれる

ようになり、ｴｼﾞﾌﾟﾄ人からﾍﾌﾞﾗｲ人と言われるようになったと言うが、ｴｼﾞﾌﾟﾄ新王国の資料に建築労働に従事した



4 

 

4 

 

居留者をｱﾋﾟﾙと言われていることに対応しており、歴史的事実を反映していると考えられる。 

 

2-8.日本とユダヤのハーモニー（筆者中島尚彦） 

 

 
   

写真 2-1.ｲｽﾗｴﾙの国旗 写真 2-2.ｽﾛﾍﾞﾆｱの国旗 写真 2-3.ﾓﾛｯｺの国旗 写真 2-4.ﾌﾞﾙﾝｼﾞの国旗 

 

六妄星＝▽＋△＝申し合わせて伸びる＝日（火陽霊）羅二矢＝SUN に参する SON＝伜＝背枯れになる、背

徳を反省して人として卆業（九十、クソッ、ココゾと頑張る）して天国に入社する。現在使われていない歴史的な

旗? のモロッコの国旗 (-1924) 現在使われていない歴史的な旗? リーフ共和国の旗 (1921-1926)である。 

六芒星（ﾛｸﾎﾞｳｾｲ、ﾘｸﾎﾞｳｾｲ）とは、星型多角形の一種で、六本の線分が交差する図形である。六角形の各辺

を延長することでできる。六角星、六線星、星型六角形、ﾍｷｻｸﾞﾗﾑ (hexagram) ともいう。また、六芒星中にある

六角形を抜いた形を六光星と呼ぶ。ユダヤ教がなにか教義の上からこの図形を神聖なものとして見ているという

ような事実はないが、17 世紀以降、伝統的にユダヤ人を表わす記号として定着している。このため、ユダヤ人の

国であるイスラエルの国旗にはダビデの星と呼ばれる青色の六芒星が描かれている。 

日本でも、同様の「籠目」という文様がある。竹編みの籠の編み目を図案化したもので、魔除けとしてこの図形

を用いることがあった。現在でも使用されている例として、伊勢神宮周辺にある石灯籠に籠目が刻まれている。

家紋としては籠目紋といい、「丸に籠目」などが使用されている。江戸時代には、小宮氏、曲淵氏などが用いた。 

また籠神社の奥宮真名井神社の紋は六芒星である。これは有名な話だが、聖地伊吹山、•熊野本宮大社、美

作八十八カ所霊場、籠神社、剣山、伊勢神宮、西宮神社、春日大社に結ぶと綺麗に六芒星が浮かび上がるの

だ。 

 

3.日本とユダヤの関係(平仮名や片仮名) 

日本とユダヤの関係についての興味が深まるにつれ、まず、自分なりに平仮名や片仮名の成り立ちと、その

背景にﾍﾌﾞﾗｲ語のｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄがあると見て、試行錯誤を繰り返した。そして、ふとある日、平仮名の「あ」が、まぎ

れもなくﾍﾌﾞﾗｲ語で「ア」の子音であるｱﾚﾌとｱｲﾝを合成してできた文字であることに気付き、それまで考えてきた

方向性に間違いがなかったことを確信した。 

 

3-1.「ヲシ(愛)テ(手)文字」とは何か 

ﾎﾂﾏﾂﾀｴは、ﾐｶｻﾌﾐやﾌﾄﾏﾆと並んでｦｼﾃ文献と呼ばれ、ｦｼﾃ文字で書かれている。この「ヲシテ」の意味とは、

日本ヲシテ研究所によると、ヲシ＝愛くしみ教える＋テ＝、為しゆく手段…という。そのヲシテ文字とは、表 3-1 の

とおりである。 
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よく見てみると、一定の共通点が浮かび上がる。母音ごとに態（たい）と呼ばれる、宇宙のエネルギー５要素を

表現したウツホ（気体＝母音・あ）、カセ（冷たく降りる＝い）、ホ（温かく昇る＝う）、ミツ（液体＝え）、ハニ（固体＝

お）である。５要素をわかりやすく説明するために無理矢理漢字を当てはめると、ウツホ＝空、カセ＝風、ホ＝火、

ミツ＝水、ハニ＝土、ということになる。 

そして、子音には相(そう)という状態を表す記号があり、それ

らの組み合わせで４８音が構成されている。すべての現象な

どを表現している。一音一音に意味があり、文字のカタチが

エネルギーや現象をそのまま表しているので、字を見るだけ

で意味がわかる。 

ウツホ（気体・空）は目に見えないが「ある」波動の高い状

態、カセ（冷たく降りる・風）や、ホ（温かく昇る・火）はどちらも

スパイラルエネルギーである。足立育朗説の宇宙のすべては

回転エネルギー（渦巻き・ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ、螺旋・ｽﾊﾟｲﾗﾙ）で出来

ているから当然である。ミツ（液体・水）を経て最後にハニ（固

体・土）でカタチとなる。スパイラル(spiral)とは、「螺旋（型の）」

「渦巻線（状の）」である。 

 

表３-2.片仮名成立過程の推測 表 3-3.ﾍﾌﾞﾗｲ語と日本語の片仮名成立過程 

 

 

 

 

 

表 3-4.平仮名成立過程の推測（平仮名・子音・母音・合字・草書体・漢字） 

表 3-1.縄文文字ヲシテ 四十八文字 
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表 3-4.は平仮名成立過程の推測（平仮名・子音・母音・合字・草書体・漢字）である。 

 

3-2.「ホツマツタヱ」、「ミカサフミ」と「フトマニ」 

3-２‐1.「ホツマツタヱ」 

『ﾎﾂﾏﾂﾀｴ』の成立時期は不詳であるが、安永８（1779)年版と安永９年版の二種類の版本が『春日山紀』にあ

る。『春日山紀』には、『ﾎﾂﾏﾂﾀｴ』の 40 アヤの各所からの引用文がｦｼﾃ文字の原文で縦横に掲載されている。

一般には、古代大和言葉で綴られた日本の古代の神達の歴史の記録であると言われているが、ﾋﾐｺが女性のし

なければならない仕事や、ｲｼｶﾐの事などを書いたものだと知らされた内容の一部の意味を聞かされている。ﾎﾂ

ﾏ文字はﾍﾋﾞをやっつける方法である。ﾎﾂﾏﾂﾀｴは、古代大和ことばで綴られた一万行に及ぶ叙事詩である。縄

文後期中葉から弥生、古墳前期まで約一千年の神々の歴史・文化を今に伝えている。作者は、前半天の巻・地

の巻をクシミカタマ（神武時代の右大臣）が、後半人の巻をオオタタネコ（景行天皇時代）が、編纂、筆録と記され

ている。「ホツマツタエ」勉強会 

 

3-２-2.「ミカサフミ」 

『ﾎﾂﾏﾂﾀｴ』と同様のｦｼﾃ(神代文字のひとつとされる)を使い五七調の長歌体で記され、全 64 ｱﾔ（章）で記述

された日本の古文書である。現在９アヤ（章）が再発見されている。平成 24（2012）年 12 月に新たに「ﾐｶｻﾌﾐ ﾜｶ

ｳﾀﾉｱﾔ」が新発見された。 

 

3-２-3.「フトマニ」 

『ホツマツタヱ』『ミカサフミ』が「歴史書」であるのに対し、『ﾌﾄﾏﾆ』は占術と関係の深い歌集である。『ﾌﾄﾏﾆ』に

よれば編集者はｱﾏﾃﾙｶﾐ（天照大神）である。『ﾎﾂﾏﾂﾀｴ』、『ﾐｶｻﾌﾐ』と同様に、確実に遡ることができるのは江戸

時代までである。「太占」と漢字表記することもあるが、ｦｼﾃ文字、ｦｼﾃ文献については、池田満さんという方が精

力的に研究をされており、著書もたくさん出していて、YouTube で解説している。 

漢字で書かれた「秀真伝」などはやはり漢字が伝来し、無理矢理に漢字を当てはめることで、ｵﾘｼﾞﾅﾙの「ﾎﾂﾏ

ﾂﾀｴ」とはどうやら意味の違うものになってしまっていることなど、ここでしか知れないような情報が満載です。（出
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典：記紀 原書「ヲシテ」講習会） 

 

3-3.ユダヤ人と日本の習慣 

ユダヤ人の宗教的な行事で日本と最もよく似ているのは 「過越（すぎこし）祭」である。 過越（すぎこし、ヘブ

ライ語）とは、ユダヤ教の宗教的記念日。家族が食卓につき、マッツァー等の儀式的なメニューの食事をとって祝

う。期間はユダヤ暦ニサン月（政治暦 7 月、宗教暦正月）15 日から一週間である。ユダヤ暦は太陰太陽暦であ

り、初日のニサン月 15 日はグレゴリオ暦 3 月末から 4 月頃の満月の日となる。 

過越祭（ペサハ）はユダヤ教でいう新年の祭りで、ユダヤの祭日のうちで最古、かつ最大のものである。その日

は、日本の年越しと同じように、家族で寝ないで夜を明かす。 さらに過越祭の日だけは普段と食べるものが違っ

ていて、いつもはふっくらとしたパンを食べるのであるが、この日に限って「種なしのパン（マッツォ）」を食べる。こ

の種なしパンは日本でいう「餅（モチ）」に当たる。しかも、ユダヤ人は丸く平べったい種なしパンを祭壇の両脇に

重ねて供えるのだが、まさにこれは日本の「鏡もち」以外のなにものでもない。また、過越祭は全部で７日間と規

定されており、これも日本の正月の期間と全く同じである。 

ユダヤ人の過越祭（ペサハ）は、モーセによる「エジプト脱出事件」（紀元前１２９０年）にルーツを持っている。

同じく日本の年越しも鳥居もこの大事件にルーツを持っている。モーセはヘブライ人たちに“殺戮の天使”の害

に合わないためにと、玄関口の二本の柱と鴨居に羊の血を塗らせ、“殺戮の天使”が静かに通り過ぎるまで家の

中で待つように指示した、これこそが鳥居のルーツで、年越しのルーツである。この有名な「エジプト脱出事件」

が、鳥居のルーツであり、年越しのルーツである。  

 

3-4.日ユ同祖論（北イスラエル王国滅亡 1０支族・神武天皇・『日ユ同祖論』の DNA） 

約２000 数百年前、ｲｽﾗｴﾙを追われた一部の古代ｲｽﾗｴﾙ人（＝ﾕﾀﾞﾔ人、ﾍﾌﾞﾗｲ人）が、日本に移り住んだとい

う説がある。紀元前 722 年、北イスラエル王国（１０支族部族）が、ｱｯｼﾘｱにより滅ぼされた。「失われた１０支族」と

呼ばれる。残された１０支族はバラバラとなり、異民族との婚姻などにより周辺民族と同化していった。１０支族の

一部は。東に逃れた……という説もある。 

なお、日本では何が起こっていたのか？北イスラエル王国滅亡から 62 年後の紀元前 660 年、日本の初代天

皇『神武天皇（初代，紀元前 660-585）』が即位し、日本建国の年と言われている。神武天皇は、現代の歴史学

上では、神話や伝説上の人物である。何だか時を近くして、日本でも歴史に残る大きな出来事が起こっていたよ

うである。 

 この二つを関連づけ、『日ユ同祖論』というものがある。日本人とユダヤ人（古代イスラエル人）は共通の祖先を

もつという説である。DNA レベルでの交流は、ないかもしれないが、何らかの文化交流はあったのか？。古事

記、日本書紀および関連書籍を読みあさると、ユダヤの言語学者ヨセフ・アイデルバーグ氏の著書によると、他

言語との類似点が少ないとされる日本語には、ヘブライ語と類似した単語が 3000 語を超えている。 

 

 ４.ヘブライ語と日本語の共通点 

4-1.ヘブライ語とは 

ヘブライ語には、古代にﾊﾟﾚｽﾁﾅに住んでいたﾍﾌﾞﾗｲ人が母語とした古典言語がある。現代ﾍﾌﾞﾗｲ語は、ﾍブ
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ラ語と呼ばれ、古代の聖書ヘブライ語は「聖なる言葉」すなわち「神の言語」という名前で知られる。ヘブライ語は

二千数百年の間、ﾕﾀﾞﾔ教の言葉として聖書の研究・儀式・祈りや別々の言語を話す遠隔のﾕﾀﾞﾔ人共同体同士

がｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取る場合などに使われる。しかし、20 世紀にﾍﾌﾞﾗｲ語が現代ﾍﾌﾞﾗｲ語として再生され、日常語

の地位を占めた。ﾍﾌﾞﾗｲの名は、ﾕｰﾌﾗﾃｽ川を越えて移住する人たちのことを総称するﾍﾌﾞﾙ人が由来である。

紀元前 3500 年頃に現在のｲﾗｸからｶﾅﾝの地（現在のﾊﾟﾚｽﾁﾅ･ｲｽﾗｴﾙ）に移住したとされるｱﾌﾞﾗﾊﾑ一族と、その

子孫である人々が他称としてﾍﾌﾞﾙ人、ﾍﾌﾞﾗｲ人などと呼ばれ、彼らが使う言語がﾍﾌﾞﾗｲ語と呼ばれる。特徴は、

同じｾﾑ語派に属するｱﾗﾋﾞｱ語と同様に、言語は右から左に右横書きで書く。またﾍﾌﾞﾗｲ文字はｱﾗﾑ文字に由来

するため、日本語や英語などと違って、子音を表す表記はあっても、母音を表す表記はないことが多い。  

 

4-2.古代ヘブライの神殿と日本の神社の構造の酷似  

古代ﾍﾌﾞﾗｲの神殿は 「幕屋」と呼ばれる移動式だった。幕屋はその名の通

り、周囲を幕や板で囲み、中で神に捧げる祭祀を行った。全体ではないが、

囲むという概念は日本の神社でも見られ、同様に祭祀は極秘である。また、

幕屋の中の構造は、基本的には聖所・至聖所・拝殿に分かれていて、祭壇に

は明かりをともす常夜灯があり、脇には手を洗う水盤があった。また有名な古

代ｿﾛﾓﾝ神殿の前には、お賽銭（さいせん）を入れる箱も置かれていた。 

社殿の様式は春日造で、竈山神社（日本の神社の筆しが必要）である。現

在の社殿は昭和１４（1939）年に造営した。本殿は、木造檜皮葺流造で、面

積：39,6 ㎡である。幣殿は木造檜皮葺流造で、面積：128,7 ㎡である。拝殿は、木造銅板葺流造で、面積：133,6

㎡である。 本殿の面積は最も大きく、幣殿の面積は、最も小さいことが分かった（写真 4-1）。 

 

 4-3.鳥居と古代ヘブライ人との類似 

ﾍﾌﾞﾗｲ語と日本語で“トリイ”という言葉は、同じである。、鳥居が赤いことと、古代イスラエルで扉の柱を赤くす

るという出来事があり、古代イスラ

エルと日本のつながりを示す何ら

かの証拠の類似点がある。 

神社の「鳥居（ﾄﾘｲ）」は、外国人

のみならず日本人自身にも説明

がつかない代物である。しかし、ユ

ﾀﾞﾔ人が見れば即座に理解でき

る。なぜならば、「鳥居」の形は古代ﾍﾌﾞﾗｲの建物（玄関口）とそっくりの構造である。赤い色をしていることは、宗

教的根拠があるためである。「トリイ」はﾍﾌﾞﾗｲ語ｱﾗﾑ方言で「門」という意味であである。鳥居の外見的な特徴も

古代イスラエルとのつながりを感じさせる、その鮮やかな朱色である。 

聖書の「出エジプト記」では、神様がイスラエル人をエジプトの奴隷状態から解放するために、１０個の災厄を

下らせた。１０番目の災いは、天使がエジプトの長子を殺すというものである。この災厄から逃れるためには、家

の扉の柱と、上の部分に、羊の血を塗る必要があった（写真 4-1～写真 4-3）。 

 

4-4.古代イスラエルと日本の燈籠(ｲｽﾗｴﾙの国旗と六芒星)  

 

写真 4-1.古代ﾍﾌﾞﾗｲの神殿 

   

写真 4-1.神明系鳥居 図 4-2.稲荷系鳥居。 図 4-3.ﾍﾌﾞﾗｲ玄関口 
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伊勢神宮の内宮から外宮に

至る道路（御幸通り）の両側に並

ぶ石灯籠（合計約７００基）には、

不思議なことに「カゴメ紋（六芒

星）」が刻み込まれている。 

カゴメ紋は別名「ﾀﾞﾋﾞﾃﾞ王の紋

章」といわれ、ﾕﾀﾞﾔ人のｼﾝﾎﾞﾙに

なっている。事実、現在のｲｽﾗｴ

ﾙ共和国の国旗にも、はっきりと描かれている（写真 4-4）。 

 

4-5.宗教文化の遺跡 

大自然の中に育まれてきた日本列島の中には、古代社会における文化人が、後世の為に残した磐座や、民

族宗教文化の遺跡が無数に存在し、多くのﾒｯｾｰｼﾞを今に伝えているようである。それらの中には、ｲｽﾗｴﾙや西

ｱｼﾞｱ文化にルーツを持っているものが少なくない。遠いその昔、ｼﾙｸﾛｰﾄﾞの最終地点と考えられた日本列島に

は、優れた文化を携えてきた西アジアから多くの渡来人が訪れ、その多くはｲｽﾗｴﾙ系の民であったと考えられる。

他国の侵略により国家を失ったｲｽﾗｴﾙの人々にとって、日本列島は預言者によって約束された「東の島々」であ

り、だからこそ多くの困難を乗り越え、長い年月をかけてでも日本列島を目指して到来した。それ故、古代の史跡

や伝統的背景の随所に、彼らの存在と、その優れた文化的貢献を垣間見ることができる。 

２１世紀、これら多くの古代文化、遺跡、伝承を育んできた素晴らしい国、日本に私達は住んでいる。その恩

寵の背景には、長い年月に渡り、日本とﾕﾀﾞﾔのﾊｰﾓﾆｰが見事に奏でられた。本ｼﾘｰｽﾞは、そのﾊｰﾓﾆｰの真相

を解明し、日本人のﾙｰﾂについて正しい歴史的解釈を試みることを目指している。日本とﾕﾀﾞﾔのﾊｰﾓﾆｰこそ、

世界の歴史を塗り替え、未来に希望をもたらす新たなる心のﾒﾛﾃﾞｨｰと言えるだろう。時は満たれり。歴史の真相

が明かされる時がきした。 

 

5.日ユ同祖論（日猶同祖論） 

日ユ同祖論（日猶同祖論、にちゆどうそろん）は、日本人（大和民族）の祖先が 2700 年前にアッシリア人に追

放されたイスラエルの失われた十支族の一つとする説があることに由来する。但し、ユダヤ人（古代イスラエル人

のうちのユダ族、ベニヤミン族、レビ族）ではなく、ユダヤ人と共通の先祖ヤコブを持つ兄弟民族である。古代イ

スラエルの 12 部族とは、ルベン族、（シメオン族）、レビ族、ユダ族、（ダン族）、ナフタリ族、ガド族、アシェル族、

イッサカル族、ゼブルン族、ヨセフ族（マナセ族、エフライム族）、ベニヤミン族という。 

日ユ同祖論は、主に以下がある。 https://ja.wikipedia.org/wiki/日ユ同祖論 

●1.世界に散らばったイスラエルの失われた 10 支族の 1 支族（第 9 族エフライム族、第 5 族ガド族、または第

7 族イッサカル族）の数人が日本に移住したという説。 

●2.英ユ同祖論における、世界に散らばったイスラエルの失われた 10 支族の 1 支族であるという説。 

●3.イスラエルの失われた 10 支族は、日本に渡来したという説。 

●4.イスラエルの 12 部族（英語版）全部が、日本に来たという説。 

●5.古代日本人は、ユダヤ人の先祖であるという説（古代イスラエル 12 支族＝ユダヤ民族（ユダ族、ベニヤミ

 

 

 

図 4-4.燈籠(ｲｽﾗｴﾙの国旗と六芒星) 
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ン族、レビ族の 3 族）との勘違いから派生した説）。 

●6.天皇家、物部氏ヨセフ族、出雲神族（クナド大神族）レビ族、出雲族（龍蛇族）ダン族とナフタリ族はイスラ

エル支族であると言う説。天皇家が分家の武内宿祢の蘇我本家から養子を迎えた所、天皇家へ養子に行った

蘇我本家の王は富家レビ族からの養子だったので天皇家が祭司王も兼ねる様になり、王権と祭司権の両方を

担ったと言う。本項では、主に 3 について記述する。  

ただし後述するように、現在の遺伝学の調査からは、現代日本人と現代ユダヤ民族の遺伝的組成は大きく異

なっていることが示唆されており、この観点よりの日ユ同祖論は現時点ではかなり苦しい。当面の所、この議論は

主に日ユ「文化」同祖論として捉えるべきかも知れない。  

 

5-1.大化の改新（645 年） 

大化の改新は、モーセのトーラーと類似点がある。神道の祭司一族であった中臣氏が主導して、専横する仏

教派の蘇我氏を滅ぼし、このとき蘇我氏の放火によって全朝廷図書が焼失しつつも、神道を一時的に復興させ

たのが大化の改新（645 年）である。大化の改新から大宝律令（701 年）（神祇令）制定にかけては唐の文化を吸

収しつつ神道の復興と制度化の過程であり、大化の改新の内容は、旧約聖書と類似している。日本で元号とし

て初めて定められた大化は、ヘブライ語の「希望」（現イスラエル国歌：その・希望）と似ている。ただし似ているだ

けである。大化は皇極天皇の 4 年目 (旧暦)に始められた。大化政府は 7 月 14 日 (旧暦)に神々に捧げる捧げ

物を集めたとあり、ユダヤ教での仮庵の祭りは 7 月 15 日から始まる。 

 

5-2.皇室神祇（ｼﾞﾝｷﾞ） 

大化の改新の後、神道の皇室儀式の制度化は進められ、現在には、大宝律令（701 年）の神祇令等である。

神祇令においては、大嘗祭・新嘗祭の他、大祓の儀等が推算される。天岩屋戸からアマテラスが出てきたときに

祭司コヤネ（天児屋命）がスサノオの罪を清めるために唱えたといわれる大祓はコヤネの子孫といわれる中臣氏

が伝えてきた祭儀とされ、大祓の儀は 6 月 30 日と 12 月 31 日とされており、ユダヤ教の区切りと一致している。

ただし記紀共に須佐之男命の罪を祓うために祝詞が詠まれたとする記述はなく、髪・髭・爪を切る罰と貢物を献

上する罰が与えられたとされる。また、大祓の祝詞では、天つ罪と国つ罪に分けていくつかの禁止事項が列挙さ

れているが、二種類の種を播く罪（レビ記 19:19）、近親相姦（レビ記 18:6〜）、人体を傷つける罪（レビ記 19:28）、

呪術（申命記 18:11）、こぶのある者（レビ記 21:20）など旧約聖書の禁止事項と一致している。  

 

5-3.八咫鏡(ヤタノカガミ) 

伊勢神宮に安置されている三種の神器の 1 つである。伊勢神宮の御鎮座伝記など神道五部書には八咫鏡の

形状について「八頭花崎八葉形」とされ、加えて鏡の円周を八咫と考えた場合、現状これに最も近い形状の鏡

は大型内行花文鏡と考えられる。 きよめ教会（現「基督兄弟団」）の牧師 生田目俊造 （ｲｸﾀﾒ ｼｭﾝｿﾞｳ） のエッ

セイ「神秘日本」において、宮中に古くから神体とされる鏡の裏の模様がヘブル語であったと記す。 

これに関し 1953 年（昭和 28 年）1 月 25 日に「在日ﾕﾀﾞﾔ民会」のﾐﾊｲﾙ･ｺｰｶﾞﾝ宅で行われた日猶懇話会例会

でﾎｰﾘﾈｽ教会の尾崎喬一牧師に尋ねられた三笠宮は、昭和天皇も自分（三笠宮）も鏡を見たことがない、と。  

 

5-4.英国王の紋章 獅子と一角獣 

皇室や神道において獅子と一角獣は重要な意味を持つが、獅子はユダ族の紋章であり、一角獣は北イスラ
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エル王国の王族であるヨセフ族の紋章である。京都御所（清涼殿）には天皇家の紋章として、獅子（ﾗｲｵﾝ）と一

角獣（ﾕﾆｺｰﾝ）の紋章があったとされる。天皇の王冠には一角獣が描かれているとされている。天皇の即位に用

いられる高御座の台座にも獅子と一角獣（麒麟）と思われる絵が描かれている。 

「平安時代には、口を開いた獅子は左に置き、口を閉じた狛犬が右に置かれている。ただし奈良時代以前の

ものは、狛犬の左右に違いは無い。なお、ユダヤ系大財閥であるﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ家も同様のﾗｲｵﾝとﾕﾆｺｰﾝの紋章を

持つ（建物の入り口などに二匹の獅子が置かれる例は世界各地にあるが、これは古代ｲｽﾗｴﾙ神殿（ｿﾛﾓﾝ神殿）

の王座の横の二匹の獅子）。  

 

5-5.仁徳天皇陵（大仙陵古墳、大阪府堺市堺区大仙町）・マナの壷 

仁徳天皇陵（大仙陵古墳）は、契約の箱に収められていたユダヤ三種の神器の一つであるマナの壷を形取っ

たものではないかとも言われている。論拠の一つに陵に壷の取っ手とおぼしき膨らみが認められる。見方によっ

ては鍵穴のようにも見えるが、向きを変えて見ると壷のような形にも見える。前方部は台形部分であり、後円部は

円形の箇所である。しかし前方後円墳自体は首長墓として各地に点在しており、皇室とだけの関連を見るのは

難しい。  

 

5-6.神社神道とユダヤ教の類似点（榊の枝でお祓い・菊花紋） 

神社に関する神道とユダヤ教の類似については、日本もユダヤも、水や塩で身を清める禊の習慣がある。火

山国の日本では温泉、お風呂に入ることが日常習慣化しているが起源は縄文土器を作っていた 14000 年以上

昔からである。ユダヤ教では、祭司はﾋｿﾌﾟ（ﾋｿｯﾌﾟ）という植物や初穂の束を揺り動かす。これは過越の祭につい

ての定めに基づいており、過越の前にﾋｿﾌﾟで子羊の血を門に塗ったことに由来する。これに対して、神社の神

官も同様に榊の枝でお祓いをする。ユダヤのﾒｽﾞｻ（護符）と日本のお守りは似ている。エルサレム神殿の門には、

天皇家の 16 弁の菊花紋（菊花紋章後鳥羽天皇に由来）と共通した紋章が刻み込まれている。 

 

5-7.神社の施設の様式（手水舎・賽銭箱・赤色の神社） 

イスラエル民族がエジプトを出て放浪していたころの移動式神殿である幕屋や古代ｲｽﾗｴﾙ神殿（ｴﾙｻﾚﾑ神殿）

では、入口から、洗盤（水で洗う場所）、至聖所と並んでいる。神社においても、入口から手水舎、拝殿、本殿 と

並んでおり、構造が似ている。古代イスラエル神殿は木造建築であり、建築後に賽銭箱が備えられた。また、幕

屋の神殿の内部は赤色だったとされており、神社にも赤色の神社がある。 

 

5-8.祭り・神事（相撲）  

神事である相撲は、ヤコブと天使の格闘に由来すると主張される。ヤコブは天使との格闘に勝ったことで、神

の使いとしての権限を与えられた。神道で相撲の由来は、『古事記』の建御雷神と建御名方神の力競べにあると

され、これによって国譲りが確定し、邇邇芸命に地上の支配権が与えられることとなった。ただし相撲の起源につ

いては野見宿禰に求めるとする説もある。祇園祭に登場する数多くの山車の中には、古代ヘブライで用いられ

た織様と同じ文様を付けたものが存在している。 

 

5-9.年中行事・慣習と正月の鏡餅  

 生後 30 日ごろに赤ちゃんを神社(神殿)に初詣でさせるお宮参りの習慣は、日本とユダヤにしか見られないも
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のである。手作りの種なしのパン（ﾏｯﾂｫ）：鏡餅。ユダヤ人の宗教的な行事で、日本と最もよく似ているのは過越

（ｽｷﾞｺｼ）祭である。過越祭（ﾍﾟｻﾊ）は、ユダヤ教でいう新年の祭りで、ユダヤの祭日のうちで、最古かつ最大のも

のである。その日は日本の年越しと同じように、家族で寝ないで夜を明かす。更に、過越祭の日だけは普段と食

べるものが違っていて、普段はふっくらとしたパンを食べるのであるが、この日に限って、「種なしのパン（マッツ

ォ）」を食べる。この種なしパンは日本でいう「餅（モチ）」に当たる。過越祭は全部で７日間と規定されており、これ

も日本の正月の期間と同じである。 

 

5-10.契約の箱と神輿  

古代ユダヤの聖櫃（ｱｰｸ）と日本の神輿（ﾐｺｼ）は、良く似ている。アークとはモーセが神から授かった「十戒石

板」（モーセの十戒）を保管するための箱で、全体に黄金が貼られており、『旧約聖書』の『出エジプト記』には、

そのアークの作り方が克明に記されているのだが、その記載を見る限り、日本の神輿にそっくりである。 

日本の神道の天地創造においては、三位一体の唯一神信仰（唯一神教）であったことが複数の神道研究家

[誰?]により明らかにされているが、この三位一体信仰は、キリスト教における三位一体（ヤハウェ・イエス・聖霊）

の位置と極めて似ている。なお天之御中主神は創作された神とする説もある。 

伊勢神宮の奉納太鼓のことを「シオン太鼓」と言うが、読み方だけが伝承されており、由来が不明となっており、

シオンに由来している可能性がある。なお近年「神恩太鼓」と呼称されるが当て字である。 

 

表 5-1.日本語とヘブライ語との共通点 

 日本語 ヘブライ語 日本語 ヘブライ語 

ア アキナウ（商う） アキナフ（買う） アネ、アニ ani 私 

 アルク（歩く） ハラク（歩く） あの アナァ（わたしに応答してください 

 あっぱれ アッパレ（名誉を誇る） アロン・ヘェドゥ aron edut 証の箱 

 アスカ（飛鳥） ハスカ（住所） アリガトウ(有難う) アリ・ガド（幸せ） 

 アカーakar 取り除根絶する アリガトウ(有難う) アリ・ガト（幸運で）神への謝辞 

 アタリ（辺り） アタリ辺り） アラ・マー アラ・マァ どうしたの？ 

 アタ アテル ata あなた アツム アツム atsoom/頑強 

 アメカーヤ amekhayeh 祝福、元気 アリャエー aliyah イスラエルに移住する 

 アハバ  ahavah 愛   

イ イー  ee/島 i 島、イツ（何時） イェシュア Yeshua 救い  

 イヴレー、イワレ ivri ヘブライ人 イェフダ Yehudah ヤコブの子、ユダ  

 イェシュア yeshuah 神の救い  イェフディ yehudi ユダの民  

 イェヒーyehi おられる、そのようになる イェラネン yeranen 喜び歌う  

 イシャヤ yeshaya 神の救い  イシュ、Yeshu 救い主キリスト  

 イスラエル yisrael 神の民、イスラエル人  イズル、イェツェー

ル 

計画、契約、神聖な働き 

 イツィ hitsiv 置かれた、収められた  イッハク   yits-khawk イサク  

 イヅモ、itsumo 最先端、最果て、最高  イーテ itah 彼女と共に 

 イトゥ itukh 溶ける、融合する  イトナーhitnah 定める 
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 イーナ inah ～が授けて下さる イノ、イノシュ enosh 人間、人  

 イナ inah 迫害される、～を起こす イフディ、yehudi  ヘブライ系ユダヤ人、神の民 

 イフッド yehud ユダヤ人 イム（忌む） イム（ひどい） 

 イツ（何時） イツ（何時）   

ウ ヴァヒ vahi そして嘆いた  ウカ・ウガ uhkha 統一、一体、一つとなること 

 ウーシラッ hushlat 主権、統治権が与えられる ウツァ・レホレグ hutsale-horeg 処刑される 

エ エテー、iteh 彼女と共に  エード ed 証人 

 エ、イ i 島  エドゥッ edut 証拠、証し  

 エノシュー enoshut 人類  エノシュ enosh 人間 

 エノソーリャ  enosh sulyah たった 1 人 エラ elah 神、女神  

 エル el 神  エーロイ ehohi 神  

 エン ain  泉 エンシャラ  inshallah 神の御心により 

 エッサホイサッサ エッサ（持ち上げる）   

オ オー、オール or 光 オッ オト、 サイン、装飾品 

 サイン  装飾品 オティー oti 私に 

 オトム otem 止める、閉ざす オラ olah  捧げ物 

 オル  ol 絆 オワリ（終わり）  アハリ（終わり） 

カ行 

 日本語 ヘブライ語 日本語 ヘブライ語 

カ ガ gaah 立ち上がる相手を誉め称える ガアル gaal 救い 購い  

 カーイ  khay 活き活きと ガイナ(ット) ginat 囲む、守る 

 カグーkhagur 体に巻く、締める、用意をする  カゴーkhagor 囲む、護衛する  

 カゴ、カグ khagur 囲まれた、守護された  カゴリム、カグリ khagorim 取り巻く、包囲する 

 カサム、カソ(ミ) kasam くじ引きにされ  ガズラ gazrah 切る 切り取る  

 カター、katar 皆で輪になって待ち望む  カタン khatan 花婿 主賓  

 カタブ katav 書く カティーブ kativ 書くこと  

 カツァーkhatser 行政権を持つ君主、王子  カティーバ kativah 書き物  

 カドッシュ・ミウネ kadosh kadosh miuneh 殉教 カトバ  katovet 文書  

 カトゥバ katuvah 書かれた  カナ kanah 取得  

 ガナン ganan 囲む、守る カヌイ kanooy 土地や名声を手にする  

 カノ kano 基礎、台 カム Kum 群れを大量に集める  

 カム、クム kum 立ち上がる、現れる  カメア kamea お守り  

 カヤ  khay 生きている  カヤ カヤ khayah 生きる 

 カク（書く） カク（書く） カバウ（庇う） カバア（隠す） 

 カタ（肩）  カタフ(肩） カル kal 簡単に 

 カバウ（庇う） カバァ（隠す） かんぬし（神主） カムナシ（長） 

 カム 集う、集結、創建、創設   
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キ キ ki 島 キター、ケテー keter 王冠、王権  

 キー keer/壁 kir 壁 キノル kinor 琴、バイオリン  

 キーテ（ァ） khite 清められた キプーkipur  /犠牲、殺し 

ク クマッ、カマッ kamat 取り上げる、奪う  クーラ kulah  彼女のすべて 

 ク kohk 法律  クム コモ/kum 立つ、起き上がる、立ち上が

れ！  

 クヤム グラ/kuyam 果たす、成就する グラ  gulah  救い、贖い（名詞形） 

 グル一 ガァル（団結する）   

ケ ケテーketer 王の冠（王位 王権） コーイスラエル kol-israel イスラエルの声 

 ケレッ(コ) kerekh 本、記録  コーヤ kolya 神の声 

コ ゴェル goel 救いの コカノ kol-kano すべての場所、全地  

 コル khol 砂 コシキ khosekhet 節約、節約装置  

 コッ(ク) khok 律法  コッエルヨン  koakh elyon いと高き力、優勢 

 コッヤ koakhya 神の力  コトバ、katuvah 書かれた、聖書の文章 

 コバ コバ khovah 義務、義理、強い気持ち コマ khomah 外壁、表の扉  

 コラ、コル kol 声 コル 全て kol すべて khol 砂 

 こら一 クラ（自制せよ） コマル（因る） コマル（困る） 

 コルヤ、コレヤ kolya ～の声 コッタ コッタ（打ち破れ） 

 コオル（凍る） コール（寒さ、冷たさ）    

サ行 

 日本語 ヘブライ語 日本語 ヘブライ語 

サ サ サ sa! 前に進め得る、携える サアーsaar 嵐 知る、サア（出発） 

 サーイェ sair 雄ヤギ サカッ sakak 織る  

 サカ sak 群集、人だかり  ザキ  zakif 見張り、ガード  

 サクラ、シェケラ sheker 隠す、偽る  サコ sakoh 覆う、被せる  

 サ（ツァ）ツ tsats 現れる  サムライ（侍） シャムライ（守る者、護衛者） 

 サッサ、スッス sus 喜ぶ  サラ、ソレ sarah 頑張れ 

 サリード sarid 残りの民、選民  サリディ saridey 残留者  

 さようなら 悪賢;追い払われる さらば シャラパ（平安あれ） 

シ ジャンケンポン   ジャン（隠して）ケン（準備）

ポン（来い） 

シャムショ（社務所） シャムショ（ユダヤの社殿 

ス スサノハァ sus nokhal 素早く安住の地を得る スッス sus 喜ぶ  

 スーベシーダ subsidyah 補助的  スム sum ～を置く、～を設置する 

 スメル エル sumel 神を奉る  スム（住む） スム（主む） 

 スケベ スクベ（肉欲的に寝る） スメラ  サマリア or 栄光 

 スワル（座） スワル（座る・休む）   

セ セネ sene いばら セデ sedeh 戦場  
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 セファ セ sefar 境界地帯、フロンティア   

ゾ ゾウ zo これ、この  ソコリ sokhreem 借りる人、借家人、雇用主 

 ソケネ sokhenet 管理者、エージェント、使い

の者 

ソヴェル sovel 被害を受ける、傷つけられる 

 ソーラン  solan 人の歌い手、1 人でいる  ソラハ、サラー sarah 耐えて 

     

タ行 

 日本語 ヘブライ語 日本語 ヘブライ語 

タ だまれ ダマリ（沈黙を守れ）   

 ダメ（駄目） タメ（駄目、汚れている） ダハ（打破） ダハ（打ちのめす） 

 ダシャ、ダシ dasha 若葉が芽生える  ダラハ、ダラ Dalah 水を引いてくる 

 ダラッ dalak 焼かれた  ダン、デン dan イスラエル部族の名前  

チ チャラ tsalakh 前に進む、栄える、 チョエサッサ  tsoek sasah 喜び叫ぼう 

 チヨニ tsiyoni シオンの民 チョイ  tsoed 前進！ いざ進め！  

 チェコ tsekhok 笑い  チブー tsibur 公務 

 チャアド tsaad 行進した チョエ tsoek 叫ぶ 

ツ ツァマ tzama のどが乾く ツェマク 岩 tsemakh 統治者 

 ツォ、ツー tsoor/岩 tsur 岩 ツルト tsurat ～の形をした 

 ツォメッ tsomeakh 大きくなる ツクヤム グラ tsur kuyam 岩なる神の救いが成就する  

 ツライ（辛い） ツァラー（恨み、災難） ツモル（積もる） ツモル（積もる） 

テ ディユゥー deeyoor/収納庫 家 デレコ derekh 道 

 テウダ teudah 証    

ト トル（取る） トル（取る） ドシン ダシン（肥満） 

 トカ tokaat 角笛を吹く  ドケッ dokheh 拒絶する、避ける 

 ドケッ dokhek 押す  トチェレート totseret 生産する、作る 

 ドケッ・ハケッツ dokheh hakets 救い主  トツィーtotsi 取り出す、持ち帰る  

 トハー、tohar 清められた、一掃した  ドッコイショ dokhekish 押す人 

 ドッコイシャ dokhekyesha 救いの押し手 ドット、dod 愛されたもの  

 トリーtorid 取り外す  トトゥカン totkhan 砲手、射撃手、砲兵 

 トフ トフ tohu 何もない、空しい ドケッイシュァ dokheh yeshua 苦しみを終わらせ 

ナ行 

 日本語 ヘブライ語 日本語 ヘブライ語 

ナ ナ、ノ  na お願いします！、祈れ！ ナア naah 心地よい、ふさわしい  

 ナアム naam 予言する、預言者として語る  ナーリ  naaleh 荘厳な、上級の、高位の 

 ナカ  nakh 置かれた、そこにあった ナギ、nagid 長官、知事、王子、統治者  

 ナサレ natsri ナザレ  ナハ nakha 安息、安住 

 ナハ nahar 川、人が群れを成す ナミッ namikh 王子  
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 ナリァタ nali-atah 成就する 完成する  ナマル（訛る） ナマル（訛る） 

ニ ニオイ（匂い）  ニホヒ（匂い） ニクム（憎む） ニクム（憎む）   

 ニーneer 耕された畑 ニオッ、nikhoakh 良い香り、匂い、芳香  

 ニオッイズル nikhoakh-yetzer 素晴らしい神の契約 ニジッ nezhib 爾支  

 ニンナ nimnah 帰属する、仲間に数えられる  ニラタ Niratah 見せた  

ヌ ヌ nu/今行け、さて今 nu 今行け、さて今 ヌシ（主） ナシ（長、あるじ） 

ノ ノア noah/安息、平穏、平静 ノカタ nokahta 問題ない 大丈夫  

 ノェ(ル) noel 鍵をかけられた、閉じ込められた ノサッド  nosad 樹立する、設立する  

 ノサ、nasa 取り上げる、持ち上げる、取る  ノハァ(ル) nokhal 新しい土地を得る  

 ノーム noam 穏やかさ、心地よさ   

ハ行 

 日本語 ヘブライ語 日本語 ヘブライ語 

ハ ハカル（測る）  ハカル（測る） はい khay ハイ（生きている） 

 ハラウ（払う） ハーラー（遠くへ捨てる） ハラ（腹） ハラ（怒る） 

 映える ハエル（輝く） ハッケヨーイ   ハッケ（撃て）ヨイ（やっつけろ） 

 ハズカシメル ハデカシェム（名を踏みにじる） バ baah 来る、来た  

 ハー har 山、台、土塁、突き出した部分  ハア、へ ha, he 見よ！ 

 バイェー ba_yeet 家  バケーbaker 初子、新しい実、最初にできる  

 ハケツ hakets 終わり  バッカァーbakar すぐに立つ、最初にできる 

 バッ・コル batkol 神の声 ハット、フット hut 叫ぶ  

 バデレコ baderekh 進行中 バナ banah 造られた、建てられた  

 バニ  bani バニ（レビ族、ケハトの子孫） ハーヤーエー hayahweh 神を見よ  

 バニティ baniti 造る  ハヤシャ haysher 真っ直ぐ、ストレートに 

 ハヤタ  haytah 必ず成る、そうなれ パラーpala 大変優れた  

 パラット nipalaot 素晴らしい御業 バレル（見つける） ナギット（長、司） 

ヒ ヒィツィ hitsit 火を付ける ヒカル heykhal 神殿  

 ヒカ ヒカ heykhal 神殿 ヒカー hikah 打つ、やっつける  

 ビコ、ビコール bekhor 初子 ビコ bekor/初子 

 ヒコル、ヘィコル heykol 神殿 ヒータヘーブ hitahev 愛に陥る 

 ビツーbitsur 要塞、砦  ビナ binah 知恵 

 ヒヌッ khinukh 教育 ビャッ（ド） beyakhad 一緒  

 ヒリフダ hirihuda ユダ族の丘陵、ユダ王国の丘 ピンケス ピンケ pinkes 書記 

 ピンケサン pinkesan 書記官 ヒリヒリ ヒリ（痛みを感じる） 

 ヒコ  最初、高貴、高尚   

フ hu 彼 ファシィ pharsi ペルシャに由来する宗教 

 フゥツァ hutsa （命を）取られる フーシャーhushar 見捨てられる、放置される 

 フシュラッ hushlat 地域を支配する フツァ  hootsar 細く、真っすぐにされた 
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 フナッ(ク) hunak 与えられた、授けられた フヒ フヒ huhi 神)の逆さ読み 

 フヨ フヨ Huyah 扶余、唯一の神、主こそ神   

ヘ ヘオツミシュマル heotmishmar 五連飾りの御守  ヘェドゥ edut 証 

 ベコ bekhor 長子、初子 ヘ 5 五つ  

ホ ホロブ（滅ぶ）  ホレブ（滅ぶ）  ホ Ho! 驚きの叫び  

 ホシク（欲しくなる） ホシュク（欲する） ホル（掘る） ホル（双） 

 ホイ hoy ああ！（感嘆詞）  ホシア Hoshia 救い  

 ホシアナ hoshia-na 救い  ホッイサナー hodyesana 栄光の主（イサ）に祈れ 

 ホッド hod 栄光、威厳、主権 ホック khok 律法 

 ホッ、hod 栄光 ホデッ hodek 神の威厳、荘厳、栄光  

 ホマッ khomah 壁、城壁、外壁   

マ行 

 日本語 ヘブライ語 日本語 ヘブライ語 

マ マウェッタ mavet 死 マカシ makhaseh 隠れ場、逃げ場 

 マコーmakor ルーツ マロ(ム)  marom 天、天国 

 マシァ、メシア mashiakh 油注がれた者、メシア、救い主  

ミ ミカダッシュ meekdash 神殿 ミガッド migad 栄光、卓越、優秀 

 ミシュマル mishmar 守護、お守り ミシュマル mishmaru 守り主  

 ミシュカン mishkan 居住地 ミシュカン・エドゥ mishkan edut 幕屋の証  

 ミンッ minkhah 捧げ物 ミコト（尊） マクト（王、王国） 

 ミヤ（宮） ミヤ（神様のいる場所） ミコト（命）  王、大王 

 ミソギ（禊ぎ）  ミソグ（分別・性別） ミカド（帝） ミガドル（高貴なお方） 

 ミササギ（陵、墳墓） ムトｳサガ（死者を閉ざす） みそぐ     ミング（聖別） 

ム ムット mut 死ぬ  メニ meni 働き、動機  

 ムーシュマ mushma 語られる、鳴り響く ムナ munah 任命された、氏名を受けた、定められた 

 ムシュマット mushumaat 語られる、鳴り響く ムシュマッド mushumad 破壊、破滅  

メ メゲッ meged 栄光 メシア mashiakh 救世主 

 メロ  melo 満ちる、多くの メー、ミー mee 誰 何 mi 誰、何 

 メシアッ・ナギ meshiakh nagid 油注がれた（選ばれた）王子  

モ ェッド moed 祭り 祭日  モシャ mosha 救い  

 モチ  motse 見つけるもの 見出すもの モッシア moshia 救世主  

 モリ moreh 先生  モリッ morish 遺贈者、遺言により財産を他人に与える人  

 モノ モノ（物、事）   

や行 

 日本語 ヘブライ語 日本語 ヘブライ語 

ヤ ヤ、ヨー ya 神  ヤー yah 神 

 ヤオール yahol 神の絆 ヤイェーyayehe 神がおられる、神が生まれる 
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 ヤーウェー YHWH 神 ヤカ youkakh 決める 

 ヤサカ yasaka 神を見る 神に期待する  ヤサエ・エンヤン yashar まっすぐ目指す  

 ヤサコ yasakhoh 神の守護  ヤシャ、ヤッシャー yasha 救い 

 ヤシャ  yashar ダイレクト、ストレート  ヤシャヤ ヤシャアヤ yeshayah 神の御救い  

 ヤヒコ、ヤヒカル yaheykhal 神の神殿 ヤヒッド yakhid 一人の、たったひとつの 

 ヤフディ yehudi 神の民、ユダヤ  ヤフダ yehuda ユダ族 南ユダ王国の民 

 ヤチヨニ yahtsiyoni 神の民  ヤッホーyahod! 栄光の神！、偉大な神 

 ヤヌーカ yanuka 赤子 ヤヨイ、ヤイェヒーyayehi 唯一の神、神がおられる 

 ヤム・キネレット  Yam kineret エルサレムの北東にあるガリラヤ湖  

 ヤラーyallah 行こう、進もう ヤーレン yeranen 喜び歌う 

 ヤラッド  yalad 生む、もうける  ヤラッド yarad 天下る、来られる 

 ヤホロブ（滅ぶ） ホレブ（滅ぷ） ヤマト(大和) 神の民 

 ヤスム（休む）  ヤスブ（座る） ヤーレンソーラン 神が答えてくださった。見てください。 

 ヤケド（火傷）  ヤケド（火傷）  ヤリ（槍）  ヤリ（射る） 

 ヤ yah、ya ヤーウェーの神   

ユ ユルス（許す）  ユルス（取らせる）   

ヨ ヨーイトナ yahitnah 神の定めた人 ヨシュア Yehoshua 神の救い 

 ヨッド yuddo 神 ヨヒ yohi 私の神 

 ヨイショ 神が助けてくださる） ヨエッ、ヨイッ yoets 助言者、カウンセラー 

ラ行 

 日本語 ヘブライ語 日本語 ヘブライ語 

ラ ラ ラ raah 見る リーネン reenen rinen 喜び歌う 

ワ行 

 日本語 ヘブライ語 日本語 ヘブライ語 

ワ ワラベ（子供） ワラッベン（子供） ワッショイ ワッショイ（神が来た） 

 わる ァワル（凶悪な者）   

 

５.おわりに 

     

写真 5-1.ライオン・狛犬 写真 5-2.御輿/神輿） 写真 5-3.ｲｽﾗｴﾙ製法螺貝 写真 5-4.日本製法螺貝 
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写真 5-1 は、ライオン・狛犬（ｺﾏｲﾇ）である。「平安時代には、口を開いた獅子は左に置きと口を閉じ狛犬が右

に置い置かれている。ただし奈良時代以前のものは、狛犬の左右に違いは無い。写真 5-2 の御輿/神輿である。

神輿、御輿（ﾐｺｼ､ｼﾝﾖ）は、通常、神道の祭の際に、普段は神社にいる神霊が氏子町内、御旅所などへ渡御す

るに当たって一時的に鎮まるとされる輿である。輿であるから通常は担ぎ上げて移動するものを指して言うが、そ

れを台車（御所車、牛車）に乗せて曳くものなど別形態のものも指すことがある。祭りによっては、御輿の巡行に

山車（山）、鉾（ほこ）、だんじり、などの屋台が随行することもある。「御輿」は「輿」に「御」を付けたものであるが、

さらに「御」をつけて「ｵﾐｺｼ」と呼ばれる場合がある。神が乗る輿であるので「御神輿」とも書かれる。写真 5-3 はｲ

ｽﾗｴﾙ製法螺貝である。写真 5-4 は日本製法螺貝である。 

京都祇園祭（ｷﾞｵﾝﾏﾂﾘ）は、京都市東山区の八坂神社（祇園社）の祭礼で、明治までは祇園御霊会（ｷﾞｵﾝｺﾞﾘｮｳｴ、

御霊会）と呼ばれた。貞観年間（9 世紀）より続く。京都の夏の風物詩で、7 月 1 日から 1 か月間にわたって行われる

長い祭である。祭行事は八坂神社が主催するものと、山鉾町が主催するものに大別される。一般的には山鉾町が

主催する行事が「祇園祭」と認識されることが多く、その中の山鉾行事だけが重要無形民俗文化財に指定されてい

る。山鉾町が主催する諸行事の中でもハイライトとなる山鉾行事は、山鉾が設置される時期により前祭（さきのまつり）

と後祭（あとのまつり）の 2 つに分けられる。山鉾行事は「宵山」（よいやま、前夜祭の意。前祭：7 月 14 日-16 日・後

祭：7 月 21 日 - 23 日）、「山鉾巡行」（前祭：7 月 17 日・後祭：7 月 24 日）が著名である。八坂神社主催の神事は 

「神輿渡御」

（神幸：7 月

17 日・還幸：

7 月 24 日）

や「神輿洗」

（7 月 10 日・

7 月 28 日）

などが著名

で、「花傘連

合 会 」 が 主

催する花傘

巡行（7 月 24 日）も八坂神社側の行事といえる。写真 5-5 は、タカムナ文明言語は兵庫県の六甲山にて発見され

た。写真 5-6 は、発見された古文書は解読困難であるが資料として表示する。 
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